
今、話題の本を入荷しました！
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女性論とその周辺（性差別・その他人権含む）　
書　名 出版社 著者名 出版年

ぜんぶ運命だったんかい　おじさん社会と女子の一生 亜紀書房 笛美 2021

三つ編み 早川書房 レティシア・コロンバニ 2019

身の回りから人権を考える80のヒント 解放出版社 武部康広 2020

マチズモを削り取れ 集英社 武田砂鉄 2021

男らしさの終焉 フィルムアート社 グレイソン・ペリー 2019

神さまを待っている 文藝春秋 畑野智美 2021

企画展示図録　性差の日本史 歴史民俗博物館振興会
「性差の日本史」展示プロジェク
ト 編 2020

書　名 出版社 著者名 出版年

結局、自律神経がすべて解決してくれる アスコム 小林 弘幸 2021

わがまま養生訓 フォレスト出版 鈴木 養平 2021

白崎茶会の発酵定食 体にやさしい献立と作りおき マガジンハウス 白崎裕子 2021

子どもの心を強くする すごい声かけ 主婦の友社 足立啓美 2021

やめる時間術―24時間を自由に使えないすべての人へ 実業之日本社 尾石晴 2021

断捨離したいナンバーワン、それは夫です 悟空出版 やましたひでこ 2019

みらいめがね2　苦手科目は「人生」です 暮らしの手帖社 荻上チキ/文　ヨシタケシンスケ/絵 2021

今日の人生 株式会社ミシマ社 益田ミリ 2017

よか人生って、なんじゃろな ディスカヴァー・トゥエンティワン 山本英照 2017

イラストと図解でよくわかる！前向き離婚の教科書 日本文芸社 森元みのり 2017

そしてバトンは渡された 文藝春秋 瀬尾まいこ 2020

 「どんなときでも味方だよ」って伝えたい！ 親子のコミュニケーション、試行錯誤中！ KADOKAWA さざなみ 2021

母がはじまった PHP研究所 むぴー 2020

LIFE SHIFT2 東洋経済新報社
アンドリュー・スコット、リン
ダ・グラットン 2021

ある日、突然始まる 後悔しないための介護ハンドブック ディスカヴァー・トゥエンティワン 阿久津美栄子 2017

書　名 出版社 著者名 出版年

「会社がしんどい」をなくす本　いやなストレスに負けず心地よく働く処方箋 日経BP 奥田弘美 2021

最強のライフキャリア論。人生まるごと楽しむための思考法 時事通信出版社 岩橋ひかり 2020

『ワーママ』5年目に読む本 光文社 パワーママプロジェクト編 2017

ワーママはるのライフシフト習慣術 フォレスト出版 尾石 晴 2021

マイノリティデザイン ライツ社 澤田智洋 2021

ライフピボット 縦横無尽に未来を描く 人生100年時代の転身術 インプレスブックス 黒田悠介 2021

仕事に悩む君へ はたらく哲学 マガジンハウス 佐藤優 2021

主婦業9割削減宣言 中央公論新社 唐仁原 けいこ 2021

いけいけどんどん! ワーママ奮闘記 ～母ちゃんだって自分らしく働きたい!～ マイナビ あい 2020

好きなようにしてください―たった一つの「仕事」の原則 ダイヤモンド社 楠木 建 2016

児童書・絵本は裏面へ➡

 新着図書リスト

生き方（子育て・家庭・介護含む）

働くこと（女性の活躍・社会参画含む）

貸出はおひとり３冊・３週間まで



書　名 出版社 著者名 出版年 対象年齢

こどものとも０１２　ころろん ころろん 福音館書店 福知 伸夫 2020 ０歳～

こどものとも０１２　おんぶにだっこにかたぐるま 福音館書店
乾 栄里子/ 文
西村 敏雄/ 絵

2021 ０歳～

ねないこだれだ 福音館書店 せなけいこ 1969 １歳頃～

はみがきれっしゃ　しゅっぱつしんこう！ アリス館 くぼまちこ 2015 １歳頃～

ハロウィン！ハロウィン！ 白泉社 西村敏雄 2017 １歳頃～

こどもたちはまっている 亜紀書房 荒井良二 2020 ２歳頃～

きんぎょがにげた 福音館書店 五味太郎 1982 ２歳頃～

のりもの大集合ミニ　自動車ベスト８８ 講談社BOOK倶楽部 グループ・コロンブス編 2019 ２歳頃～

サラダでげんき 福音館書店 角野栄子/作　長新太/絵 2005 ３歳頃～

ぞうのボタン 冨山房 うえののりこ 1975 ３歳頃～

カールはなにをしているの？ BL出版 デボラ・フリードマン 2020 ４歳頃～

ころべばいいのに ブロンズ新社 ヨシタケシンスケ 2019 ４歳頃～

ぼくのニセモノをつくるには ブロンズ新社 ヨシタケシンスケ 2014 ５歳頃～

学校では教えてくれない大切なこと(1) 整理整頓 旺文社
旺文社/編
入江久絵/イラスト・マンガ

2015 ５歳頃～

せっくすのえほん（第二版） 子どもの未来社
みずのつきこ/作
やまもとなおひで/監修

2002 ５歳頃～

あんなにあんなに ポプラ社 ヨシタケシンスケ 2021 ５歳頃～

ユウキ 福音館書店 伊藤遊/作　上出慎也/絵 2003 小学校高学年

『三つ編み』 　　　　　　　　　　　　『ころべばいいのに』

レティシア・コロンバニ ヨシタケシンスケ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「日常で起こるちょっとしたイヤなことって

3つの国の3人の女性の物語です。 なんで起こるの？」

「キライなやつなんてころべばいいのに」

そんなことを考えている女の子が、キライな人、

生きづらさに立ち向かっていることでした。 イヤなことにさまざまな角度から向き合う

絵本です。女の子のクスッと笑えるかわいい想像が、

いつの間にか嫌な気持ちをスッと消してくれます。

大人も子どももイヤなことがあった時、気持ちを切り替えたい

時におすすめです。

『やめる時間術-24時間を自由に使えないすべての人へ』 『マイノリティデザイン』

尾石　晴 澤田　智洋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
常にやるべきことに追われて時間がない、 人は誰もがマイノリティ、弱者の一面をもっていて、

自分のために時間を使えていないと感じている人に その弱さや生きづらさが「社会の伸びしろ」になる。

おすすめの１冊です。著者がワンオペフルタイム勤務の 「福祉の世界で活躍するコピーライター」である

ワーママを経験する中、限られた時間で自分の時間を 著者が、「弱さ」を、世界をよくする「力」に変え、

確保するために、培ったノウハウが書かれています。 誰もが生きやすい社会をつくるための

「家事育児、仕事すべて両立できるのか」と悩む方にも アイデアを提案します。

ヒントをくれる内容になっています。

三つ編みのように編まれていきます。

児童書（子ども・青少年）

インド、カナダ、イタリア。

生きる国も境遇も違う3人の女性に

共通しているのは、女性特有の困難や

３人のストーリーが交互に紡がれ、

貸出はおひとり３冊・３週間まで


